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【上級】

松本市が誕生して今年で何年？

①１０５年　　　②１０７年　　　③１０９年　　　④１１１年

昭和１５年に作られた松本市歌の作詞者は誰？

①窪田空穂　　　②小里頼永　　　③浅井洌　　　④高野辰之

深志の地が「松本」と呼ばれるようになったのは、「本能寺の変」がおきた年。それは
いつ？

①天正１０年　　　②天文１９年　　　③永禄４年　　　④文禄３年

松本市が行っていない都市宣言はどれ？

①公明選挙都市宣言　　　　　②スポーツと文化都市宣言　
③平和都市宣言　　　　　　　④三献運動推進都市宣言

松本市はいくつの市町村に隣接している？

①１２　　　②１３　　　③１４　　　④１５

次の村のうち、松本市と合併したのが最も遅いのは？

①岡田村　　　②中山村　　　③島内村　　　④島立村

次のうち、松本市を通っていない国道はどれ？

①国道１４３号　　②国道１４８号　　③国道１５８号　　④国道２５４号

本町から東に曲ると中町。では、西に曲ると？

①本立寺小路　　　②神明小路　　　③生安寺小路　　　④同心小路

平成２８年２月１日現在の松本市の人口は？

①約２３９,６００人　　　　　②約２４０,５００人　　
③約２４１,７００人　　　　　④約２４２,３００人

松本市民憲章が議決されたのはいつ？

①昭和５０年　　　②昭和５２年　　　③昭和５４年　　　④昭和５８年
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【上級】

深田クラブが選定した松本市にある日本二百名山に指定されている山はどれ？

①南岳　　　②間ノ岳　　　③霞沢岳　　　④大喰岳

沢渡にある、かつて鎌倉街道が通り、水芭蕉やミツガシワの群生が見られる「歴史の小
径」自然散策遊歩道のある場所とは？

①池尻湿原　　　②田代湿原　　　③岳沢湿原　　　④八島湿原

乗鞍の三本滝は、「日本の滝百選」と県の名勝指定を受けています。その３本の滝に含
まれないものはどれ？

①小大野川本沢　　　②無名沢　　　③クロイ沢　　　④熊の沢

標高が日本３位の奥穂高岳と５位の槍ヶ岳の標高差は？

①５ｍ　　　②１０ｍ　　　③１５ｍ　　　④２０ｍ

春・夏スキーのメッカとして人気の乗鞍大雪渓は標高何ｍ？

①２,５８０m　　　②２,７００ｍ　　　③２,９１０m　　　④３,０５０m

白骨温泉にあり、国の天然記念物に指定、平成２１年５月に地質百選に選定されたの
はどこ？

①隧通し　　　②竜神の滝　　　③墳湯丘　　　④千間淵

次の湧水・井戸で最も歴史が古いものはどれ？

①松本神社前　　　②地蔵清水　　　③妙勝寺　　　④槻井泉神社

上高地の徳沢を過ぎ約１時間、槍沢、涸沢方面へと登山コースが分かれる場所はどこ？

①鏡平　　　②三股　　　③明神　　　④横尾

県の天然記念物に指定されており、県下一といわれているモミの木はどこの神社にある？

①大宮熱田神社　　　②梓水神社　　　③諏訪神社　　　④三神社

美ヶ原高原ロングトレイルの牛伏寺砂防ダムから約３．４㎞登ったところにある木の名
称は？

①ニレの木大明神　　②ブナの木権現　　③アカマツ大魔神　　④カシワ如来
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【上級】

松本城の玄蕃石を運ぶのに苦労したと伝説が残る、そのときの松本藩主は誰？

①石川数正　　　②石川康長　　　③戸田康長　　　④小笠原秀政

昭和３２年に稲核・水殿・奈川度ダムの建設計画が発表されました。地元の協力を得
て３つのダムが完成した年はいつ？

①昭和３７年　　　②昭和４１年　　　③昭和４４年　　　④昭和４７年

小澤征爾氏が学んだ成城学園中学の前身の成城学園を創設し、京都大学総長などを
つとめた松本出身の人物は誰？

①鳩山春子　　　②辻新次　　　③福島安正　　　④沢柳政太郎

松本町の本町、中町と横田などの一部に電灯が点灯したのはいつ？

①明治３２年　　　②明治３４年　　　③明治３６年　　　④明治３８年

４８８日かけて「シベリア単騎横断」し、後に陸軍大将となった松本出身の人物は誰？

①平林盛人　　　②川島浪速　　　③福島安正　　　④小里頼永

「尾州岡船」の鑑札を受けて中馬稼業をしていた地区はどこ？

①安曇　　　②四賀　　　③梓川　　　④奈川

松本城築城年代は文禄２、３年とされるが、今年で築城何年になる？

①４００年、４０１年　　　　　②４１０年、４１１年　　
③４２２年、４２３年　　　　　④４３０年、４３１年

江戸時代半ばに松本城本丸御殿が焼失し、その後は建設されなかった。焼失はいつの
こと？

①享保１０年　　　②享保１１年　　　③享保１２年　　　④享保１３年

天守閣の国宝は、松本城天守のほかに全国にいくつある？

①３　　　②４　　　③５　　　④６

歴代松本藩主の内、水野家の家紋はどれ？

①丸に花おもだか　　　②笹龍胆　　　③黒餅竪もっこう　　　④三階菱
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【上級】

松本藩校崇教館出身でない人物は誰？

①小林有也　　　②小里頼永　　　③浅井洌　　　④辻新次

明治天皇が巡幸して松本に一泊したのは、自由民権運動が高まっていた年。それはいつ？

①明治１１年　　　②明治１２年　　　③明治１３年　　　④明治１４年

松本城主堀田正盛は、将軍が亡くなったとき殉職した。その将軍は誰？

①徳川家康　　　②徳川秀忠　　　③徳川家綱　　　④徳川家光

中山村の神田が松本市に合併したのは昭和１８年のこと。そのときの神田出身の松本
市長の名は？

①赤羽幾一　　　②百瀬興政　　　③百瀬渡　　　④松岡文七郎

平成１７年４月１日に合併した４村のうち、明治以降合併まで一度も合併していない
村は？

①奈川村　　　②四賀村　　　③安曇村　　　④梓川村

「出雲そば」は松本から伝わったという。松本城主から松江城主にかわった人は誰？

①松平康長　　　②松平直政　　　③水野忠幹　　　④戸田光雄

松本城主で、その在任期間が最も長かった城主は誰？

①石川康長　　　②水野忠直　　　③戸田光年　　　④戸田光則

大坂の陣で真田信繁（幸村）らと戦って戦死した松本城主の名は？

①小笠原秀政　　　②小笠原忠真　　　③石川康長　　　④小笠原忠脩

十返舎一九が若澤寺を舞台にして書いた書籍はどれ？

①雑炊橋由来　　　②信濃日光由来　　　③雑色橋由来　　　④若澤寺由来

東日本最古の弘法山古墳は、この地域でもっとも古い古墳。いつ頃つくられた？

①２世紀　　　②３世紀　　　③４世紀　　　④５世紀
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【上級】

①天之御中主神　　　②高皇産霊神　　　③神皇産霊神　　　④国之常立神

松本の北深志の総鎮守として松本藩主から信仰された神社はどれ？

①四柱神社　　　②松本神社　　　③筑摩神社　　　④岡宮神社

深志神社の玉垣に刻まれる「糸魚川四十物商中」の「四十物」の読み方は？

①しじゅうもの　　　②あいもの　　　③よそもの　　　④しそもの

四柱神社に祀られている神で、次のうち、四柱に含まれないのはどれ？

次のうち廃仏毀釈の影響を受けなかった寺の名は？

①若澤寺　　　②安楽寺　　　③神宮寺　　　④玄向寺

信濃二十五番目の札所で、水沢観音堂や山門前の六地蔵など歴史的に貴重なものが
数多くある、波田地区の曹洞宗の寺と言えば？

①西善寺　　　②浄林寺　　　③盛泉寺　　　④安養寺

長野県護國神社の最初の社名は？

①筑摩県招魂社　　　②松本招魂社　　　③信濃國招魂社　　　④長野県招魂社

明治初年の廃仏毀釈で松本藩主の菩提寺が取り壊された。その寺の名は？

①全久院　　　②慈眼寺　　　③若沢寺　　　④神宮寺

江戸時代の狂歌「立て廻す 高嶺は雪の銀屏風 中に墨絵の松本の里」の歌碑がある神
社はどこ？

①岡宮神社　　　②深志神社　　　③須々岐川神社　　　④長野県護国神社

四賀地区にある寺で、本尊は阿弥陀如来像、山門前に江戸末期から明治初期にかけて
奉納された百体観音が安置されている寺と言えば？

①無量寺　　　②長安寺　　　③浄雲寺　　　④廣田寺

国の重要文化財に指定されていない神社はどれ？

①岡田神社　　　②大宮熱田神社　　　③筑摩神社　　　④若宮八幡宮本殿
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【上級】

国内最大の計量史展示館である東洋計量史資料館はどこにある？

①中町　　　②飯田町　　　③埋橋　　　④出川

旧開智学校は国の重要文化財に指定されています。では、山辺学校歴史民俗資料館は
何に指定されている？

①県宝　　　②登録有形文化財　　　③都道府県指定有形文化財　　　④市宝

波田文化センターのアクトホールに設置されているオーストリア製のグランドピアノと
いえば？

①スタインウェイ　　②ベーゼンドルファー　　③べヒシュタイン　　④プレイエル

昨年開館１１０周年を迎えた市の施設はどれ？

①中央図書館　　　②中央公民館　　　③市立博物館　　　④開智小学校

戦時下、明道工業学校と名を変えた学校は、今のどこの高校？

①松商学園高校　　②松本美須々ケ丘高校　　③松本工業高校　　④松本第一高校

旧開智学校と姉妹館提携を結んでいる、愛媛県にある学校は？

①閑谷学校　　　②開明学校　　　③旧岩科学校　　　④中込学校

松本城の天守・小天守など櫓には合計いくつの「狭間」がある？

①１０９　　　②１１１　　　③１１３　　　④１１５

まつもと市民芸術館を設計した建築家は誰？

①安藤忠雄　　　②宮本忠長　　　③黒川紀章　　　④伊東豊雄　

野麦峠の山麓奈川「川浦歴史の里」は川浦部落の尾州藩旅人宿を移築し当時を再現し
た展示館です。移築されている建物の屋号はどれ？

①扇屋　　　②大橋屋　　　③髙麗屋　　　④蓬萊屋

ザ・ハーモニーホールは今年度開館から何周年を迎えた？

①２８周年　　　②２９周年　　　③３０周年　　　④３１周年
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【上級】

市内を流れる女鳥羽川にかかっていない橋はどれ？

①幸橋　　　②中の橋　　　③緑橋　　　④千歳橋

安曇大野川でつかう方言「カンシャレヤイ」の意味は？

①感謝してくれ　　　②堪忍してくれ　　　③ありがとう　　　④しっかりしろ

貧乏神追いが行われている地域はどこ？

①入山辺　　　②里山辺　　　③惣社　　　④岡田

かつて奈川の特産だった生業はどれ？

①箒づくり　　　②藍玉づくり　　　③篶籠づくり　　　④蕨粉づくり

次の内、無料の貸出自転車「すいすいタウン」の貸出場所でないのはどこ？

①Mウィング　　　②中町駐車場　　　③ＪＲ松本駅　　　④松本市時計博物館　

松本市域で電気の周波数が異なる地域は、白骨・乗鞍・奈川とどこ？

①上高地　　　②三城　　　③扉　　　④浅間

次のうち、タウンスニーカーの説明として間違っているものはどれ？
①1日乗車券には施設の優待割引が付いている　
②なぎさライフサイトへ行くには西コースが便利
③草間彌生さんデザインの「幻の華号」がある　　　④大人は１乗車２００円

松本電鉄上高地線の駅で、波田地区内にないのは何駅？

①下島　　　②三溝　　　③渕東　　　④信濃荒井

維新後、上級武士が子息に就かせ、今も松本城周辺に多い職業は？

①飲食業　　　②医者　　　③銀行業　　　④運送業

信州で初めて架けられた刎橋とも言われる、安曇地区の島々と橋場の集落を結ぶ橋の
名は？

①新淵橋　　　②沈下橋　　　③雑炊橋　　　④大野田橋
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【上級】

セイジ・オザワ 松本フェスティバルも含め、サイトウ・キネン・フェスティバル松本がスタ
ートして今年で何年目？

①２０年　　　②２２年　　　③２４年　　　④２６年

梓川地区出身の画家で、中信地方の美術界の発展につくしたのは？

①石井柏亭　　　②宮坂勝　　　③草間鼎　　　④柳澤健

「新松本を楽しむ本」の表紙を飾るｏｒａｎｇｅの映画は松本シネマ認定の第何号？

①４号　　　②５号　　　③６号　　　④７号

セイジ・オザワ松本フェスティバルの恒例の催しは何？

①お城ｄｅオーケストラ　　　　　②お城ｄｅ松本フェスティバル　
③お城ｄｅ吹奏楽　　　　　　　  ④お城ｄｅハーモニー　

釜ヶ淵堰堤は国の何の文化財に指定されている？

①重要文化財　　　②登録有形文化財　　　③特別天然記念物　　　④特別名勝

松本の雛祭りで飾られる昔ながらのお雛様はどれ？

①吊し雛　　　②くくり雛　　　③押絵雛　　　④送り雛

才能教育の創始者・鈴木鎮一氏の生家は記念館として公開されています。場所はどこ？

①旭町　　　②新町　　　③安原町　　　④萩町

七夕のときに短冊をモミジに飾るのはどこ？

①安曇地区稲核　　②奈川地区寄合渡　　③安曇地区大野田　　④四賀地区中川

市内にある道祖神の数はいくつ？

①約５００体　　　②約７００体　　　③約１,０００体　　　④約１,５００体

波田地区の仁王尊の股くぐりは、何に効くといわれている？

①腹痛　　　②歯痛　　　③はしか　　　④頭痛
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【上級】

本屋大賞で史上初の２年連続ノミネートを果たした松本が舞台の小説で、映画にも
なった原作は何？

①神様のカルテ　　　②岳　　　③時をかける少女　　　④ｏｒａｎｇｅ

昨年初のＪ１リーグ入りを果たした「松本山雅」。クラブ創設何年を迎えた？

①１５年　　　②２８年　　　③３６年　　　④５０年　

松本山雅の愛称は何？

①ガンバ　　　②ウルトラス　　　③ターミガンズ　　　④アルプグリーンズ

松本まるごと博物館構想は何を博物館とするか？

①文化そのもの　　②環境そのもの　　③生活そのもの　　④文化財そのもの

山と自然博物館のマスコットキャラクターはどれ？

①泉小太郎　　　②ものくさ太郎　　　③三年寝太郎　　　④デーラボッチ

次のうち正しい組み合わせは？

①開き松古墳・城山　②桜ヶ丘古墳・岡田　③針塚古墳・入山辺　④向畑古墳群・中山

近年人気急上昇中、乗鞍エコーラインで運行される「ご来光バス」の運行期間は？

①５月～９月　　　②６月～８月　　　③７月～９月　　　④８月～９月

２０１５トリップアドバイザーの「日本で行ってよかった無料観光地」で第１１位に選
ばれた松本の公園はどこ？

①信州スカイパーク　　②城山公園　　③あがたの森公園　　④アルプス公園　

上高地への入口の釜トンネルは発電所取水工事用道路として開通しました。その発電
所とはどれ?

①霞沢発電所　　　②鹿瀬発電所　　　③蓬莢発電所　　　④揚川発電所

かりがね自転車競技場がトラック競技の会場となったやまびこ国体の開催年は？

①１９７０年　　　②１９７４年　　　③１９７８年　　　④１９８２年



第９３問

第９４問

第９５問

第９７問

第９９問

第100問
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

第９６問

【上級】

皇太子時代も含めて（旧）開智学校に行幸啓されていない天皇陛下は誰？

①明治天皇　　　②大正天皇　　　③昭和天皇　　　④今上天皇

江戸時代、善光寺道の松本の次の宿は、村井宿とどこ？

①岡田宿　　　②会田宿　　　③刈谷原宿　　　④郷原宿

伝説の泉小太郎の母の名をとってつけられたという川の名はどれ？

①梓川　　　②薄川　　　③犀川　　　④女鳥羽川

旧開智学校は明治9年に新築されました。その時の工事費はいくらだった？

①９,０００円　　　②１１,０００円　　　③１３,０００円　　　④１５,０００円

新産業都市指定を記念して制作された「國の中央に立つ」像が建つ場所は？

①松本市美術館　　②松本城公園　　③まつもと市民芸術館　　④松本市役所

次のうち正しくない組み合わせは？

①松平直政・月見櫓　　 　　　    ②戸田光慈・文治主義　
③水野忠幹・信府統記　　　　　④戸田光行・崇教館

砂入れ人工芝コート２０面、内６面がナイター可能な市内最大の庭球場と言えばどこ？

①浅間温泉庭球公園　②臨空工業団地庭球場　③開智庭球場　④美須々屋内運動場

今も掲げられる松本駅舎の看板は何代目駅舎のものか？

①中村七之助　　　②中村勘太郎　　　③尾上松也　　　④中村勘三郎

①初代　　　②２代目　　　③３代目　　　④４代目　

「松本は第２の故郷」と言った歌舞伎役者は誰？

北陸新幹線が開業したことにより、松本から金沢まで最短でどのくらいの時間で
行くことができるようになった？

①約２時間　　　②約２時間半　　　③約３時間　　　④約３時間半
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